
県外のニュースレター (発行団体順)
発行団体 タイトル

ＡＤＲＡ  Ｊａｐａｎ ＡＤＲＡ  Ｎｅｗｓ
ＡＭＤＡ ＡＭＤＡ  ジャーナル
ＡＰＥＸ ＡＰＥＸ通信
ＡＰＦＳ Ｔｈｉｓ lａｎｄ iｓ
Ａ ＳＥＥＤ ＪＡＰＡＮ 種まき
ＥＳＡアジア教育支援の会事務局 Ｊｏｙ
ＦＧＭ廃絶を支援する女たちの会（WAAF） ＦＧＭ廃絶を支援する女たちの会
ＦｏＥ  Ｊａｐａｎ（フレンズ・オブ・ジ・アース・ジャパン） Gｒｅｅｎ  eａｒｔｈ
Gｏｏｄ！（Ｔｈｅ Ｇｌｏｂａｌ Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ Ｏｆ Ｄｒｅａｍｅｒｓ！） Ｌｕｃｋ！
ＩＣＡ文化事業協会 ＩＣＡ  Ｊapanニュースレター
ＪＥＡＮ
（Ｊａｐａｎ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ａｃｔｉｏｎ Ｎｅｔｗｏｒｋ）

美しい海をこどもたちへ

ＪＦＣネットワーク Ｍaligaya
ＪＨＰ・学校をつくる会 ＪＨＰ news
ＪＩＣ  国際親善交流センター ＪＩＣインフォメーション
ＮＩＣＥ（日本国際ワークキャンプセンター） ＮＩＣＥ press
Ｏｘｆａｍ Ｊａｐａｎ Ｎｅｗｓ lｅｔｔｅｒ
ＰＨＤ協会 ＰＨＤ  letter
アーユス仏教国際協力ネットワーク Ayus
愛知県国際交流協会（AIA） あいち国際プラザ
青森県国際交流協会 あおもり国際交流つうしん
アジア学院 アジアの土
アジア協会アジア友の会 アジアネット
アジア図書館・アジアセンターをつくる会
（アジアンセンター ２１）

アジアンあい

ＡＨＩニュース
アジアの健康
アジアの子ども

アフリカ地域開発市民の会（Can Do) Ｃａｎ ｄｏ アフリカ
アフリカ日本協議会 アフリカ now
石川県国際交流協会 ＩＦＩＥ  planet
茨城県国際交流協会 ふれあい茨城
岩手県国際交流協会 いわて国際交流
宇都宮大学ＨＡＮＤＳプロジェクト Ｈａｎｄｓ ｎｅｘｔ
大阪府国際交流財団（ＯＦＩＸ） OFIXニュース
岡山県国際交流協会 おかやま国際交流
幼い難民を考える会 子どもたちの明日
開発教育協会（DEAR） ＤＥＡＲ nｅｗｓ
香川県国際交流協会 アイパル通信

Ｄａｎｒｙｕ
Ｓｏｕｔｈ wｉｎg

鹿児島市国際交流財団 Ｋｉｎｋｏ bａｙ tｉｄｉｎｇｓ
金沢国際交流財団（ＫＩＥＦ） ＫＩＥＦ news
カレーズの会 カレーズ
環境市民 みどりのニュースレター
環境文明２１ 環境と文明
岐阜県国際交流センター 世界はひとつ
京都府国際センター（Kpic) 京都府国際センターnews
熊本市国際交流振興事業団 Ｎｅｗｓ  Ｌｅｔｔｅｒ  Ｋｕｍａｍｏｔｏ
ケア・インターナショナルジャパン Ｃａｒｅ wｏｒｌｄ
高知県国際交流協会 Ｗindow

神戸外国人救援ネット・ニュース
神戸学生・青年センターニュース

国際エンゼル協会 Ａngel news
国際開発救援財団 Ｆｉｄｒ ｎｅｗｓ
国際看護交流協会 国際看護
国際子ども権利センター Ｃ－Ｒｉｇｈｔｓ ｎｅｗｓｌｅｔｔｅｒ

Ｂｏｎ pａｒｔａｇｅ

アジア保健研修所（ＡＨＩ）

鹿児島県国際交流協会

神戸学生青年センター

国際保健協力市民の会（SHARE)



発行団体 タイトル
SHARE life

国際連合広報センター Ｄａｔｅｌｉｎｅ ＵＮ 
国連ＵＮＨＣＲ協会 Ｗｉｔｈ  ｙｏｕ
国境なき医師団 ＲＥＡＣＴ
国境なき子どもたち 東京事務局 国境なき子どもたち
埼玉県国際交流協会 Frieｎdship news
佐賀県国際交流協会（SPIRA） Hello　Saga
札幌国際プラザ
（Ｓａｐｐｒｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｐｌａｚａ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ）

時計台前から

鯖江市国際交流協会 ふれあいねっとわーく  Ｓ・Ａ・Ｂ・Ａ・Ｅ
サヘルの森 サヘル
さぽうと21（Ｓｕｐｐｏｒｔ21） Ｓｕｐｐｏｒｔ21 nｅｗｓＬｅｔｔｅｒ
ジェン（JEN） Ｎｅｗｓｌｅｔｔｅr
滋賀県国際協会 SIA

ＳＩＲ joy press
ＳＡＭＥ
Ｔｈｅ  Ｓｈｉｍａｎｅａｎ
시마네 이모저모 (しまねいもじょも)
梦之港 (ゆめのみなと)

しまね国際センター まいるすとんず
シャプラニール＝市民による海外協力の会 南の風 
シャンティ国際ボランティア会 シャンティ
ジュマ・ネット ジュマ・ネット通信
青年海外協力協会（ＪＯＣＡ） Ｓｐｒｉｎｇｂｏａｒｄ
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン ＳＣＪ
世界冬の都市市長会事務局 世界冬の都市
全国在日外国人教育研究協議会 全外教通信
千里文化財団 国立民族学博物館友の会ニュース
ソルト・パタヤス 大地の塩
地球環境パートナーシッププラザ つな環
地球の友と歩む会／ＬＩＦＥ みらいの樹
地球緑化センター Ｔamarix
ちば国際コンベンションビューロー  千葉県国際交流センター 国際交流つうしん
千葉市国際交流協会 ふれあい
チャイルド・ファンド・ジャパン ＳＭＩＬＥＳ
東京大空襲・戦災資料センター 東京大空襲・戦災資料センターニュース
戸田市国際交流協会 ＴＩＦＡ
栃木県国際交流協会 ＴＩＡニュースやぁ！ｙａ！
とやま国際センター ＴＩＣ  ＮＥＷＳ
豊橋市国際交流協会 Communi station

とんばの風
なぴあ

長崎平和推進協会 へいわ ピースウィング長崎会報 
名古屋国際センター（NIC) ＮＩＣ  news
習志野市国際交流協会 Ｓｑｕａｒｅ
難民を助ける会 ＡＡＲニュース
日中文化交流市民サークル‘わんりぃ’ わんりぃ
日本ウズベキスタン協会 Ａｓｓａｌｏｍｕ ａｌａｙｋｕｍ！
日本カンボジア交流協会（ＪＣＩＡ） クメールの風とともに
日本キリスト教海外医療協力会 みんなで生きる
日本国際飢餓対策機構 飢餓対策ニュース
日本国際協力システム ＪICS ｒｅｐｏｒｔ
日本赤十字社 赤十字 news 
日本ブルキナファソ友好協会 Ｈarmattan
日本ユニセフ協会学校事業部 ユニセフＴ・ＮＥＴ通信
日本ラテンアメリカ協力ネットワーク（ＲＥＣＯＭ） そんりさ
浜松国際交流協会（HICE） ＨＩＣＥ news
パルシック 民際協力ニュース
パレスチナ子どものキャンペーン サラーム

長崎県国際交流協会

国際保健協力市民の会（SHARE)

静岡県国際交流協会

島根県環境生活部文化国際課



発行団体 タイトル
ハンガー・フリー・ワールド Ｈｕｎｇｅｒ ｆｒｅｅ ｎｅws
兵庫県国際交流協会 Ｃome ＨＩＡ
ひろしま国際センター ＨＩＣ通信
広島市文化財団 文化事業部事業課 To you

Ｐeace culture
平和文化

福井県国際交流協会 交流ふくい
福岡県国際交流センター（ＦＩＥＦ） こくさいひろば
福岡よかトピア国際交流財団 Ｒainbow
福島県国際交流協会（ＦＩＡ） Ｇｙｒｏ
プラン・インターナショナル・ジャパン Plan news
フレンドシップフォース東京 Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ
ペシャワール会（Peshawar-kai) ペシャワール会報
北海道国際交流センター @h
北海道国際交流・協力総合センター であい
ホロコースト教育資料センター（Kokoro) 命を尊ぶ、思いやりのある こころを育むために

Ｖｏｌｏｎtiers!
町田国際交流センターニュース

三重県国際交流財団 ＭＩＥＦ  news
三鷹国際交流協会（ＭＩＳＨＯＰ） ニュースレター
緑のサヘル Ｌａ  Ｆｏｒêｔ，  Ｃ’ｅｓｔ  ｌａ  Ｖｉｅ！
箕面市国際交流協会 めろん
宮城県国際化協会 倶楽部ＭＩＡ
宮崎県国際交流協会 Ｓｏｕｔｈｗｉｎd
民際センター ダルニー通信
ミンダナオ子ども図書館 ミンダナオの風 
武蔵野市国際交流協会 むさしのFriends
むすびめの会（図書館と在住外国人をむすぶ会） むすびめ2000
モヨ・チルドレン・ｾﾝﾀｰ モヨ通信
八尾市国際交流センター ＹＩＣだより！

ＡＩＲＹ
Face to face

山梨県国際交流協会 Yamanashi
ラオスのこども ラオスのこども通信
立教大学共生社会研究センター ＰＲＩＳＭ
ワールド・ビジョン・ジャパン Ｗｏｒｌｄ vｉｓｉｏｎ news

広島平和文化センター

町田市文化・国際交流財団  町田国際交流センター

山形県国際交流協会
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